
'��>����

�����	�


��������
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令和２年３月２日（月曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第２号 令和元年度上山市一般会計補正予算（第７号） 

 議第３号 令和元年度上山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 議第４号 令和元年度上山市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議第５号 令和元年度上山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 議第６号 令和元年度上山市産業団地整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

出 欠 席 委 員 氏 名 

出席委員（１５人） 

       谷  江  正  照  委員         石  山  正  明  委員 

       佐  藤  光  義  委員         守  岡     等  委員 

       髙  橋  要  市  委員         棚  井  裕  一  委員 

       尾  形  み ち 子  委員         長  澤  長右衛門  委員 

       川  口     豊  委員         中  川  と み 子  委員 

       神  保  光  一  委員         枝  松  直  樹  委員 

       川  崎  朋  巳  委員         髙  橋  義  明  委員 

       大  沢  芳  朋  委員 

 

欠席委員（０人） 

 

                                             

説 明 の た め 出 席 し た 者 

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  塚  田  哲  也 副 市 長 

金  沢  直  之 
庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 冨  士  英  樹 市政戦略課長 

平  吹  義  浩 財 政 課 長  前  田  豊  孝 税 務 課 長 

土  屋  光  博 市民生活課長  鈴  木  直  美 健康推進課長 

鏡     裕  一 福 祉 課 長  齋  藤  智  子 子ども子育て課長 

鈴  木  英  夫 商 工 課 長  尾  形  俊  幸 観 光 課 長 
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漆  山     徹 
農林夢づくり課長 
（併）農業委員会 
事 務 局 長 

 須  貝  信  亮 建 設 課 長 

秋  葉  和  浩 上下水道課長  武  田     浩 
会 計 管 理 者 
( 兼 ) 会 計 課 長 

佐  藤  浩  章 消 防 長  古  山  茂  満 
教 育 委 員 会 
教 育 長 

井  上  咲  子 
教 育 委 員 会 
管 理 課 長  遠  藤     靖 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

渡  辺  る  み 
教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 長  高  橋  秀  典 

教 育 委 員 会 
スポーツ振興課長 

大  和     啓 監 査 委 員  舟  越  信  弘 
監 査 委 員 
事 務 局 長 

 

                                             

事 務 局 職 員 出 席 者 

 

佐  藤     毅 事 務 局 長  鈴  木  淳  一 副 主 幹 

渡  邉  高  範 主 査  小  口  彩  夏 主 任 

 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

 

午後 １時００分 開 会 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

開  議 

 

○棚井裕一委員長 出席委員は定足数に達して

おりますので、これより予算特別委員会を開会

いたします。 

 今期定例会において当予算特別委員会に付託

されました案件は、令和元年度の補正予算５件

及び令和２年度の予算９件であります。 

 初めに、審査の日程についてお諮りいたしま

す。 

 本日は、令和元年度の補正予算５件を審査し、

６日、９日及び１０日の３日間で、令和２年度

の各会計予算９件を審査いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいまお諮りいたしましたとおり、

本日は令和元年度の補正予算を審査し、６日、

９日及び１０日の３日間は令和２年度予算の審

査を行うことに決しました。 

 なお、審査は各委員のお手元に配付しており

ます審査予定表のとおり進めることにいたした

いと思いますので、御了承の上、御協力をお願

いいたします。 

 次に、審査の順序でありますが、議案番号の

順に進めたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。 
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 よって、ただいまお諮りいたしましたとおり、

審査することに決しました。 

 これより直ちに審査に入ります。 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

 議第２号 令和元年度上山市一般会 

      計補正予算（第７号） 

 

○棚井裕一委員長 議第２号令和元年度上山市

一般会計補正予算（第７号）を議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。財政課長。 

〔平吹義浩財政課長 登壇〕 

○平吹義浩財政課長 命によりまして、議第２

号令和元年度上山市一般会計補正予算（第７

号）につきまして御説明を申し上げます。 

 補正予算書の１ページをお開き願います。 

 令和元年度上山市の一般会計補正予算（第７

号）は、次に定めるところによるものでありま

す。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ４億８，７００万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１５４億３，６００万円とするものであり

ます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表繰越明許費」

によるものであります。 

 地方債の補正、第３条、地方債の変更は、

「第３表地方債補正」によるものであります。 

 それでは、歳入歳出予算補正について御説明

申し上げますので、２ページ、３ページをお開

き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正について、最初に歳

入から申し上げます。 

 １款市税は７，９００万円を増額し、補正後

の額を３７億１２０万円とするものであります

が、１項市民税で３，５５０万円、２項固定資

産税で４，５００万円、３項軽自動車税で６０

０万円の増、４項市たばこ税で７５０万円の減

によるものであります。 

 ６款地方消費税交付金は３，０００万円を減

額し、補正後の額を５億３，５００万円とする

ものであります。 

 １１款地方交付税は１億９９１万９，０００

円を増額し、補正後の額を３７億２，９９１万

９，０００円とするものであります。 

 １５款国庫支出金は１，２０９万円を増額し、

補正後の額を１７億１，９３８万３，０００円

とするものでありますが、１項国庫負担金で１，

６３５万３，０００円の増、２項国庫補助金で

４２６万３，０００円の減によるものでありま

す。 

 １６款県支出金は５６４万６，０００円を減

額し、補正後の額を９億６，５０１万３，００

０円とするものでありますが、１項県負担金で

２，６９６万６，０００円の増、２項県補助金

で３，２６１万２，０００円の減によるもので

あります。 

 １７款財産収入は３，４６４万３，０００円

を増額し、補正後の額を１億２９２万２，００

０円とするものでありますが、２項財産売払収

入の増によるものであります。 

 １８款寄附金は１億６，１５５万円を増額し、

補正後の額を１０億８，５５５万円とするもの
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であります。 

 １９款繰入金は４億７，３００万円を減額し、

補正後の額を２億７０万円とするものでありま

すが、１項基金繰入金の減によるものでありま

す。 

 ２０款繰越金は１億３，６０２万８，０００

円を増額し、補正後の額を３億７，２７４万３，

０００円とするものであります。 

 次のページをごらんください。 

 ２１款諸収入は５億３，１９１万６，０００

円を増額し、補正後の額を１６億６，６４６万

円とするものでありますが、３項貸付金元利収

入で２，３００万円の減、５項雑入で５億５，

４９１万６，０００円の増によるものでありま

す。 

 ２２款市債は６，９５０万円を減額し、補正

後の額を９億５１０万円とするものであります。 

 以上の結果、歳入合計では４億８，７００万

円を増額し、補正後の歳入合計を１５４億３，

６００万円とするものであります。 

 次に、歳出について申し上げますので、４ペ

ージ、５ページをお開き願います。 

 ２款総務費は５億９，５０５万９，０００円

を増額し、補正後の額を２７億５，０９９万１，

０００円とするものでありますが、１項総務管

理費で５億８，２５７万６，０００円、３項戸

籍住民基本台帳費で１８９万円、５項統計調査

費で１，０５９万３，０００円の増によるもの

であります。 

 ３款民生費は４，６１２万２，０００円を増

額し、補正後の額を４８億３，２５１万円とす

るものでありますが、１項社会福祉費で９３９

万４，０００円、２項児童福祉費で１，５８０

万３，０００円、３項生活保護費で２，０９２

万５，０００円の増によるものであります。 

 ４款衛生費は１億１，３０２万９，０００円

を減額し、補正後の額を７億８，７２７万１，

０００円とするものでありますが、１項保健衛

生費で９，２００万円、２項清掃費で２，１０

２万９，０００円の減によるものであります。 

 ６款農林水産業費は１，０２９万５，０００

円を減額し、補正後の額を５億４，２４２万７，

０００円とするものでありますが、１項農業費

で１，１３３万３，０００円の減、２項林業費

で１０３万８，０００円の増によるものであり

ます。 

 ７款商工費は１２０万円を増額し、補正後の

額を１５億６，８９４万７，０００円とするも

のであります。 

 ８款土木費は３，９３９万３，０００円を減

額し、補正後の額を１０億９，８０７万９，０

００円とするものでありますが、２項道路橋梁

費で１，１７３万円、４項都市計画費で９５０

万円、５項住宅費で１，８１６万３，０００円

の減によるものであります。 

 １０款教育費は２２５万円を増額し、補正後

の額を１４億９，６８２万９，０００円とする

ものでありますが、１項教育総務費で１５５万

円、次のページをごらんください、６項保健体

育費で７０万円の増によるものであります。 

 １１款災害復旧費は１，０００万円を減額し、

補正後の額を１，６９６万１，０００円とする

ものでありますが、２項土木施設災害復旧費の

減によるものであります。 

 １２款公債費は２，３００万円を減額し、補

正後の額を１４億１，８４０万円とするもので

あります。 

 １３款諸支出金は３，８０８万６，０００円

を増額し、補正後の額を８，３７９万円とする

ものでありますが、１項普通財産取得費の増に
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よるものであります。 

 以上の結果、歳出合計では４億８，７００万

円を増額し、補正後の歳出合計を１５４億３，

６００万円とするものであります。 

 次に、事項別明細書について御説明申し上げ

ます。 

 最初に、歳出から御説明申し上げますので、

１７ページ、１８ページをお開き願います。 

 ２款総務費１項総務管理費５目財産管理費は

４億７，０２７万６，０００円の増であります

が、基金積立金によるものであります。その内

容は、公共施設の計画的な更新を図るため、公

共施設等保全整備基金に５，０００万円、財政

運営の安定化のために財政調整基金に２億円、

減債基金に２億２，０２７万６，０００円を積

み立てるものであります。 

 ６目企画費は１億１，２３０万円の増であり

ますが、ふるさと納税推進事業費で、ふるさと

納税寄附金の歳入増に合わせ、委託料等を増額

するものであります。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費は１８９万円の

増でありますが、戸籍住民基本台帳事務費で、

国からの補助金を活用しマイナンバーカードの

普及拡大を図るため、制度運用を委任している

地方公共団体情報システム機構への交付金と賃

金等を増額するものであります。 

 ５項統計調査費３目地籍調査費は１，０５９

万３，０００円の増でありますが、国の補正予

算を活用し、令和２年度に実施する地籍調査の

一部を前倒しして予算措置し、令和２年度に繰

り越すものであります。事業の実施については

令和２年度に行うものであります。 

 ３款民生費１項社会福祉費２目障がい者福祉

費は２，６３７万８，０００円の増であります

が、障がい者福祉事業費で、平成３０年度の事

業実績により国庫支出金精算返還金を措置し、

障がい福祉サービス給付費で、生活介護ほか各

サービスの利用者増加による扶助費の増と、平

成３０年度の事業実績により国庫支出金精算返

還金を措置するものであります。 

 ３目高齢者福祉費は１，６９８万４，０００

円の減でありますが、後期高齢者医療事業費で、

平成３０年度の後期高齢者の療養給付費の確定

により、精算額を山形県後期高齢者医療広域連

合に支払い、介護保険特別会計繰出金で介護給

付費などの決算見込みにより減額するものであ

ります。 

 次のページをお開きください。 

 ２項児童福祉費２目児童措置費は１，５８０

万３，０００円の増でありますが、保育所等管

理運営費で補正額がゼロでありますが、幼児教

育・保育の無償化に伴い、県支出金の交付決定

を受けたことから県費負担金を増額し、一般財

源を同額減額する財源更正を行い、障がい児施

設給付・医療費では、放課後等デイサービスな

どの利用増により扶助費を増額するほか、平成

３０年度事業実績により国庫支出金精算返還金

を措置するものであります。 

 ３項生活保護費１目生活保護総務費は４１万

４，０００円の増でありますが、生活困窮者自

立支援費で、平成３０年度の事業実績により国

庫支出金精算返還金を措置するものであります。 

 ２目扶助費は２，０５１万１，０００円の増

でありますが、生活保護援護事業費で、生活保

護受給者の医療費が増加していることから医療

扶助費を増額するとともに、平成３０年度の事

業実績により国庫支出金精算返還金を措置する

ものであります。 

 ４款衛生費１項保健衛生費３目保健衛生施設

費は９，２００万円の減額でありますが、温泉
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健康施設事業費で施設用地取得費を皆減とする

ものであります。 

 ２項清掃費１目清掃総務費は２，１０２万９，

０００円の減でありますが、清掃総務費で、山

形広域環境事務組合の決算見込みにより負担金

を減額するものであります。 

 ６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費

は１，５４６万４，０００円の減でありますが、

有害鳥獣対策事業費では、イノシシの捕獲頭数

の増加に伴い有害鳥獣捕獲奨励金等を増額する

ため、上山市鳥獣害防止対策協議会への補助金

を増額し、強い農業・担い手づくり総合支援事

業費では、農業用機械等の取得助成についての

補助金額の確定により減額し、地域農業振興事

業費では、決算見込みにより農業次世代人材投

資資金及び機構集積協力金を減額するものであ

ります。 

 次のページをお開きください。 

 ５目農地費は４１３万１，０００円の増であ

りますが、農地整備事業費では、国の補正予算

を活用し前倒しして実施することになった松沢

地区農地整備事業の市負担金を増額し、多面的

機能支払事業費では、全国的な組織数の増加に

より資源向上支払交付金が減額調整されたため、

多面的機能支払交付金事業費補助金を減額する

ものであります。 

 ２項林業費２目林業振興費は１０３万８，０

００円の増でありますが、森林経営管理事業費

で、森林環境譲与税の決算見込みにより今年度

事業費の余剰を森林環境譲与税基金に積み立て

るものであります。 

 ７款１項商工費３目企業立地費は１２０万円

の増でありますが、産業団地整備事業特別会計

繰出金で、産業団地整備事業特別会計の事業が、

財源である地方債のみでは賄い切れないことか

ら、不足する部分を一般会計から繰り出すもの

であります。 

 ８款土木費２項道路橋梁費２目道路維持費は

２，０２７万円の増でありますが、除雪対策費

で、今後の山間部での除排雪出動を考慮し委託

料を増額するものであります。 

 ３目道路新設改良費は３，２００万円の減で

ありますが、県道路整備事業負担金で、主要地

方道白石上山線での側溝整備等や主要地方道山

形上山線での道路整備事業費の確定により負担

金を減額し、産業団地整備事業特別会計繰出金

では、かみのやま温泉インター産業団地での道

路整備事業を市単独事業から国の社会資本整備

総合交付金事業に変更したことに伴い、繰出金

を減額するものであります。 

 ４目社会資本整備総合交付金事業費は、補正

額はゼロでありますが、道路事業費で、測量設

計調査費等業務委託料を減額し、除雪ドーザ購

入に係る備品購入費を増額するものであります。 

 ４項都市計画費１目都市計画総務費は９５０

万円の減でありますが、都市計画事業費で、駅

前広場基本設計業務委託料等の事業費の決算見

込みにより減額するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 ５項住宅費１目住宅管理費は１９６万３，０

００円の減でありますが、地域優良賃貸住宅供

給促進事業費で、住宅整備に係る事業費の確定

により減額するものであります。 

 ２目住宅支援費は１，６２０万円の減であり

ますが、定住促進事業費では持家住宅建設等補

助金を、住宅リフォーム支援事業費では住宅リ

フォーム支援事業費補助金を、空家等対策事業

費では危険空家解体事業補助金を、それぞれ実

績見込みにより減額するものであります。 

 ９款１項消防費１目常備消防費は、補正額は
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ゼロでありますが、消防総務費及び職員人件費

で、台風１９号に伴う緊急消防援助隊の活動に

要した経費に対する国庫負担金の交付により、

一般財源を減額する財源更正を行うものであり

ます。 

 ２項非常備消防費では、同じく補正額はゼロ

でありますが、消防団運営費で消防団員用に貸

与した防寒衣へ消防団員等公務災害補償等共済

基金から購入助成金が交付されることから、一

般財源を減額する財源更正を行うものでありま

す。 

 １０款教育費１項教育総務費１目教育委員会

費は１５５万円の増でありますが、委員会運営

費で、国際ソロプチミストかみのやま、上山市

医師会、長岡道子氏、山形三夫氏から育英事業

に対する指定寄附を受けたことから、奨学金貸

付基金への繰出金を措置するものであります。 

 ４目就園就学奨励費は補正額はゼロでありま

すが、私立幼稚園施設等利用給付事業費で、幼

児教育・保育の無償化に伴う制度変更により、

国県支出金の構成を改め、国庫支出金が皆減と

なる一方で、同額が県費により交付されること

による財源更正を行うものであります。 

 ６項保健体育費４目蔵王坊平アスリートヴィ

レッジ費は７０万円の増でありますが、蔵王坊

平アスリートヴィレッジ振興費で、合宿利用者

の増加に伴い合宿利用者支援事業費補助金を増

額するものであります。 

 １１款災害復旧費２項土木施設災害復旧費２

目公共土木施設災害復旧費は１，０００万円の

減でありますが、公共土木施設災害復旧事業費

で事業費の確定により減額するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 １２款公債費１項公債費１目元金は２，３０

０万円の減でありますが、市債償還元金で、ふ

るさと融資を活用して整備を進めていたバイオ

マスエネルギー事業の進捗がとまっていること

に伴い、市債元金の償還開始時期を繰り延べる

ことにしたことから減額するものであります。 

 １３款諸支出金１項普通財産取得費１目土地

取得費は３，８０８万６，０００円の増であり

ますが、土地取得事業費で蔵王みはらしの丘分

譲地が完売したことに伴い、上山市土地開発公

社へ支払う土地購入費を増額するものでありま

す。 

 以上で歳出の説明を終わりまして、歳入の説

明を申し上げます。 

 前に戻りまして、１１ページ、１２ページを

お開きください。 

 最初に、１款市税１項市民税１目個人は１，

１００万円の増でありますが、個人所得が当初

見込みを上回ったことなどによるものでありま

す。 

 ２目法人は２，４５０万円の増でありますが、

堅調な企業業績により、法人税額が当初見込み

を上回ったことによるものであります。 

 ２項１目固定資産税は４，５００万円の増で

ありますが、企業の設備投資が進んだことから、

当初見込みを上回ったことによるものでありま

す。 

 ３項１目軽自動車税は６００万円の増であり

ますが、決算見込みにより増額するものであり

ます。 

 ４項１目市たばこ税は７５０万円の減であり

ますが、税率の低い加熱式たばこの普及等によ

り当初見込みを下回ったことによるものであり

ます。 

 ６款地方消費税交付金１項１目地方消費税交

付金は３，０００万円の減でありますが、消費

税の税率引き上げに伴う地方消費税交付金の交
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付時期が一部令和２年度になることにより減額

するものであります。 

 １１款地方交付税１項１目地方交付税は１億

９９１万９，０００円の増でありますが、普通

交付税の交付額の確定によるものであります。 

 １５款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費

国庫負担金は２，５４０万２，０００円の増で

ありますが、生活介護や就労継続支援等に対す

る障がい者自立支援給付費負担金、放課後等デ

イサービスなどに対する障がい児施設給付費等

負担金、医療扶助費等に対する生活保護費負担

金をそれぞれ事業量の増加に伴い増額するもの

であります。 

 ３目災害復旧費国庫負担金は１，０００万５，

０００円の減でありますが、土木施設災害復旧

事業負担金を減額するものであります。 

 ４目総務費国庫負担金は９５万６，０００円

の増でありますが、台風１９号に伴う緊急消防

援助隊派遣に対する緊急消防援助隊活動費負担

金を新たに計上するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 ２項国庫補助金１目総務費国庫補助金は１９

０万５，０００円の増でありますが、個人番号

カード交付事業に関する事業費及び事務費に対

する国庫補助金を増額するものであります。 

 ６目土木費国庫補助金は７４万５，０００円

の減でありますが、社会資本整備総合交付金で、

対象となる危険空家解体事業補助金などの事業

費の決算見込み等により減額し、空き家対策の

担い手強化・連携モデル事業補助金でＮＰО法

人かみのやまランドバンクとの連携事業への補

助金が交付されることにより、新たに計上する

ものであります。 

 ７目教育費国庫補助金は５４２万３，０００

円の減でありますが、幼稚園就園奨励費補助金

が年度途中により廃止となり、新たに県負担金

による補助制度が創設されたことにより減額補

正を行うものであります。 

 １６款県支出金１項県負担金１目総務費県負

担金は１，０５９万３，０００円の増でありま

すが、国の補正予算を活用して地籍調査事業負

担金を増額するものであります。 

 ２目民生費県負担金は１，６３７万３，００

０円の増でありますが、社会福祉費県負担金で

ある生活介護や就労継続支援等に対する障がい

者自立支援給付費負担金、児童福祉費県負担金

である放課後等デイサービスなどに対する障が

い児施設給付費等負担金、私立幼稚園施設等利

用給付事業に対する新たな支援制度である子育

てのための施設等利用給付交付金及び子育ての

ための施設等利用給付費県費負担金をそれぞれ

増額するものであります。 

 ２項県補助金４目農林水産業費県補助金は２，

４０５万２，０００円の減でありますが、強い

農業・担い手づくり総合支援事業費補助金、機

構集積協力金交付事業費補助金、農業次世代人

材投資事業費補助金、多面的機能支払交付金を

いずれも事業費の確定等により減額するもので

あります。 

 ５目土木費県補助金は８５６万円の減であり

ますが、実績見込みにより住宅リフォーム総合

支援事業費補助金を減額するものであります。 

 １７款財産収入２項財産売払収入１目不動産

売払収入は３，４６４万３，０００円の増であ

りますが、蔵王みはらしの丘の宅地売却による

土地売払収入であります。 

 １８款寄附金１項１目寄附金は１億６，１５

５万円の増でありますが、指定寄附金１５５万

円は歳出で御説明した方々よりいただいたもの

で、ふるさと納税寄附金１億６，０００万円の
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増は実績見込みによるものであります。 

 次のページをお開きください。 

 １９款繰入金１項１目基金繰入金は４億７，

３００万円の減でありますが、財政調整基金取

りくずしの皆減と温泉健康施設整備に伴うふる

さと納税基金取りくずしを皆減とすることによ

るものであります。 

 ２０款繰越金１項１目繰越金は１億３，６０

２万８，０００円の増でありますが、前年度繰

越金を増額するものであります。 

 ２１款諸収入３項貸付金元利収入１目再生可

能エネルギー施設整備貸付金元利収入は２，３

００万円の減でありますが、再生可能エネルギ

ー施設整備貸付金の返還繰り延べによるもので

あります。 

 ５項雑入２目弁償金は５億５，２１５万７，

０００円の増でありますが、ニュートラックい

いたてに対する東京電力ホールディングスから

の損害賠償金を措置するものであります。 

 ３目雑入は２７５万９，０００円の増であり

ますが、消防団員安全装備品等助成金による防

寒衣購入への助成と、平成３０年度の生活保護

費に係る県支出金の追加交付額を措置するもの

であります。 

 ２２款市債１項市債２目衛生債は４，６００

万円の減でありますが、温泉健康施設整備に係

る用地購入費を皆減することによるものであり

ます。 

 ３目農林水産業債は１，０２０万円の増であ

りますが、松沢地区農地整備事業に係る県営土

地改良事業負担金を増額するものであります。 

 ５目土木債は２，８８０万円の減であります

が、市単独道路整備事業、県道路整備事業負担

金のいずれも事業費の確定等により減額するも

のであります。 

 ８目災害復旧債は４９０万円の減であります

が、公共土木施設災害復旧事業の確定によるも

のであります。 

 次に、第２表繰越明許費について御説明申し

上げますので、前に戻りまして６ページをお開

きください。 

 表に記載のとおり、３つの事業について繰越

明許費を定めるものであります。 

 ２款総務費５項統計調査費で、地籍調査費の

１，９５０万円につきましては、国の補正予算

を活用し令和元年度で事業費を措置し繰り越す

ものであります。 

 ８款土木費２項道路橋梁費で、道路事業費の

１億６，６００万円につきましては、産業団地

整備事業に伴う道路改良工事及び橋梁補修工事

と除雪ドーザ購入について、いずれも年度内完

了が困難であることから繰り越すものでありま

す。 

 １０款教育費６項保健体育費で、蔵王坊平ア

スリートヴィレッジ振興費の４，０００万円に

つきましては、国の地域経済循環創造事業交付

金を活用した（仮称）アスリートリカバリーセ

ンター新築工事への補助事業で、年度内完了が

困難であることから繰り越すものであります。 

 次に、第３表地方債補正について御説明いた

します。 

 このたびは限度額の変更であります。記載の

とおり、４つの事業について限度額を変更する

ものであります。 

 温泉健康施設整備事業につきましては、施設

用地取得の財源４，６００万円を皆減とするも

のであります。 

 農業施設整備事業につきましては、松沢地区

農地整備事業の市負担金の増により１，０２０

万円を増額し、補正後の限度額を４，４８０万
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円とするものであります。 

 道路橋梁整備事業につきましては、事業確定

による県道路整備事業負担金の減とかみのやま

温泉インター産業団地での道路整備事業を社会

資本整備総合交付金事業に変更することに伴い

２，８８０万円を減額し、補正後の限度額を１

億８，７００万円とするものであります。 

 土木施設災害復旧事業につきましては、事業

費の確定により４９０万円を皆減とするもので

あります。この結果、地方債全体では補正後の

限度額を９億５１０万円とするものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を区分し、繰越明許費及び

地方債は歳入とあわせて行います。 

 初めに、歳出からの質疑とし、２款総務費、

３款民生費についての質疑、発言を許します。

尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 ２款総務費、戸籍住民基本

台帳事務費ということでございます。国のマイ

ナンバーカードが、普及が進んでないという状

況の中で、本市の普及の現状がどうなっている

のかお聞きします。 

○棚井裕一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 マイナンバーの交付

率につきましては、９．７％の現状でございま

す。 

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 市民の普及率が９．７％と

いうようなことでよろしいということでござい

ますので、総じてこれは進んでないという状況

だというふうに捉えているわけですけれども、

そういったところで、この普及を増加していく

というようなことの今後の対策等々があればお

示しください。 

 それとともに、職員が今３００何人いらっし

ゃいますけれども、そちらのほうのマイナンバ

ーカードは進んでいるのかどうか、そういった

ところも含めてお示しください。 

○棚井裕一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 マイナンバーカード

の普及につきましては、マイナンバーカード交

付円滑化計画を策定いたしまして実施している

ところでございまして、現在、申告会場におい

てのマイナンバーカードの受け付けも行ってお

りますし、今後は、施設それから企業に出向い

て出張受け付け等も行っていく考えでございま

す。 

○棚井裕一委員長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 職員についての普及関係

でございますけれども、こちらのほうにつきま

しては、共済組合などのほうから普及を図って

もらいたいという要望は来ておりますが、あく

まで強制ではございませんので、こちらのほう

につきましても市民と同様に啓発をするという

ようなことで進めたいと考えているところでご

ざいます。 

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 申告３月、一般市民の皆様、

１５日までというようなことでございますので、

こういったところにおいても今後とも普及をし

ていくという、啓発をしていくというような状

況でございますので、ぜひそういったことをマ

イナンバーカードのほうもお願いいたします。 

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 今の質疑に関連してですが、

あれは有効期限があるかと思ったのですけれど

も、ことしあたりから有効期限の到来する方が

いると思うのです。その周知というのはどのよ
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うにされるのですか。 

○棚井裕一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 有効期限につきまし

ては、個別に周知をさせていただいているとこ

ろでございます。 

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、４款衛生費、６款農林水産業費につい

ての質疑、発言を許します。長澤長右衛門委員。 

○長澤長右衛門委員 ６款３目農業振興費につ

いて伺います。 

 有害鳥獣対策事業費ですね、４００万円の増

額があったわけであります。ことしは特に、こ

としの冬は雪が少なくて、大分イノシシが捕獲

されたということでございます。昨年は２０２

頭捕獲されているわけでございますけれども、

ことしは今現在何頭ぐらいの捕獲となっている

のか、お示しをいただきたいと思います。 

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。 

○漆山 徹農林夢づくり課長 ２月末現在でご

ざいますが、イノシシの捕獲頭数は３３１頭で

ございます。 

○棚井裕一委員長 長澤長右衛門委員。 

○長澤長右衛門委員 １００頭以上ふえたとい

うことは、効果があったと思っております。で

も、４００万円というのはちょっと多過ぎると

思うのですが、その捕獲以外にもこういう事業

に何か含まれているのでしょうか。 

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。 

○漆山 徹農林夢づくり課長 捕獲奨励金、伸

び分では３００万円強の金額になりますが、ほ

かに、こちら捕獲奨励金を口座振替で振り込み

をさせていただくのですが、そういった部分の

手数料、あとは電気柵設置に係る補助金の口座

振替手数料、また狩猟免許の取得増加によりま

す免許の補助に対する増額分も含まれておりま

す。 

○棚井裕一委員長 長澤長右衛門委員。 

○長澤長右衛門委員 わかりました。それで、

今年度、緩衝帯整備した団体が大分おられると

思うのですが、抜群に効果があったということ

を伺っております。そういう意味で、ことしな

んかは、もう冬、雪がなくて緩衝帯整備なんか

もできたと思うのですよ。そういう意味で、効

果が見られるということでございますので、ぜ

ひ、今回たまたま緩衝帯をやろうとしたときに、

もう予算がありませんよということであったも

のですから、こういう効果がある事業でござい

ますので、大いにこういうところは増額して頑

張っていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 ６款２項２目ですが、森林経

営管理事業費１０３万８，０００円の積立金と

いうことになっておりますが、これ金額が少な

いからこれでは事業ができないということで積

んでいるのかなとちょっと推測したところです

が、令和２年度についても積立金に５５８万４，

０００円積んでいるんですよ。だから、具体的

にこれを積むのはいいんですけれども、どうい

う形で将来それを使って、いわゆる剰余金をう

まく効果的に使うことを考えておられるのか伺

います。 

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。 

○漆山 徹農林夢づくり課長 令和元年につき

ましては、５１５万９，０００円のうち４１２

万１，０００円を事業費として使う予定をして

おります。令和２年度の部分では、森林環境譲

与税が倍増になるということで、その部分で令
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和元年度同様の予算額を計上しておりますが、

その部分で基金の積立額が多くなっております。 

 今後の予定につきましては、市のほうで経営

管理のほうをしていくというような状況になり

ますと、やはり事業費が足りなくなってくると

いうことが想定されますので、基金のほうでの

積み立てを利用して事業を行っていきたいと考

えております。 

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 いわゆるこれは、個人で管理

ができなくなった山林について、今「市が」と

おっしゃったんですけれども、市が直接管理に

かかわるという、どういうことなのか、中身を

もう少し教えてください。 

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。 

○漆山 徹農林夢づくり課長 市のほうで管理

を任せるというような市民の方、所有者の方の

意向がございましたら、そちらに基づいて、市

が直接事業を行うというわけではなく、市から

委託して業者の方に管理をしてもらうというよ

うな想定をしております。 

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 それでは、これについてはそ

ういう方が、希望者がどういうふうに把握をし

て市のほうにつなげてもらう、そのすべを教え

てください。 

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。 

○漆山 徹農林夢づくり課長 現在、東地区の

ほうで、所有者調査の後に意向調査ということ

で調査中でございまして、そちらのほうでの回

答の内容で、市のほうに管理をお願いしたいと

いう意向がございましたら、それに基づいて管

理をしていくというような流れになっておりま

す。 

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、７款商工費、８款土木費についての質

疑、発言を許します。谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ８款の住宅支援費でお伺いい

たします。 

 今回、定住促進事業費、住宅リフォーム支援

事業費、空家等対策事業費で減じた補正予算に

なっておりますが、このなぜこのような減じた

ことになったのか、まず状況をお示しください。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 それぞれの事業につきま

して、いわゆる事業費の確定ということでござ

いまして、その分、減額補正というふうなとこ

ろでございます。 

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 予算を立てて事業を見積もっ

たわけでありますけれども、現在のこの事業の

確定したところの、この３つの事業におきまし

ての確定した件数等をお知らせいただければと

思います。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 定住促進事業費、これに

つきましては持ち家の建設に対する補助金とい

うところでございますけれども、これは令和元

年度６３件の申請となってございます。 

 続きまして、住宅リフォーム支援事業費、こ

れにつきましては現在１７９件の件数となって

ございます。 

 空き家の対策事業費につきましては、いわゆ

る危険空家解体工事費補助、この部分につきま

して現在８件というところになってございます。 

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 実績もしっかりとある部分で、

さらに積み増しを進めるためにＰＲ等で、ぜひ
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本市で取り組んでいるＬＩＮＥ＠ですとか、子

育てのＬＩＮＥなどの活用を進めるべきだと思

うのですが、その部分に関してはいかがでしょ

うか。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 それぞれの事業ＰＲにつ

きましては、ホームページですとか各チラシ、

関係団体と協力しながらそういった情報提供を

させていただいておりますけれども、委員おっ

しゃったように、ＬＩＮＥ、ＳＮＳでしょうか、

これも一つの手段というふうにも捉えることが

できますけれども、今後需要といいますか、そ

ういったニーズをきちっと把握した上で考えて

いきたいというふうに思います。 

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 ８款土木費、住宅管理費と

いうところで、十日町の子育て世帯の地域優良

賃貸の住宅という促進事業費があるわけですけ

れども、こちらのほうも今の現状、応募現状で

すね、それから、この間、市報等で所得対象が

少し変わったというようなことも含めてお示し

ください。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 十日町のかみのやまテラ

スでございますけれども、１月、２月それぞれ

募集をさせていただいた経過がございます。今

回２月末から３月の２２日までですかね、通し

て、募集を３回に分けるような形にはなるんで

すけれども、通しながら募集をしていく形にな

ります。 

 この間、問い合わせ等は複数いただいておる

んですけれども、おっしゃったように収入の条

件といいますか、その部分２１万４，０００円

のところでなかなかハードルが高いというふう

な状況がございまして、そういったところで今

のところ申し込み済みというところにはなって

ございませんけれども、まだ１カ月程度ござい

ますので、引き続き情報を出しながら進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 かみのやまテラスですか、

こちらのほうは本市の子育て世帯の革新的な住

宅というようなことで、中心市街地の中で子育

てをしている子どもさんのというようなことも

含めて大変いい住宅になっているというふうに

は思っているんですけれども、この辺のところ

をもっとしっかりと、最初から年収のところも

含めてですけれども、緩和策というようなもの

を含めて必要であったのではないかというふう

に思うのですけれども、この１カ月で８世帯が

全部埋まるというようなことでよろしいのかど

うか確認いたします。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 制度につきましては、こ

れは国の基準に基づいて収入条件というふうな

ところを進める必要が当然ございます。ただ、

全国一律といいますか、そういう制度になって

ございますので、ただ我々地方の状態といいま

すか、現実的には共働き、当然多いというふう

な地方ならではの状況もございます。ですので、

基本的には今月いっぱいかけて、引き続き精い

っぱい募集、契約なるように進めてまいります

けれども、引き続き、我々先駆的にこの事業を

やらせていただいてございますので、一つの考

え方としましては、県を通じて国、そういった

ところに、こういう制度の状態といいますか、

地方の部分の状態というようなところをしっか

り要望しながら、まずは１カ月進めていきたい

というふうに考えてございます。 

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。 
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○尾形みち子委員 市が窓口というようなこと

ではありますけれども、民間も利用していただ

きながら、そういったことも完了を目指してい

ただきたいというふうに思うのですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 建設、それから運営につ

きましては、当然民間でやっていただくという

ようなところで進めてございますので、引き続

き事業者と連携といいますか話をきちっとしな

がら、まずはこの１カ月、引っ越しシーズンと

いいますかそういったところに入ってきており

ますので、民間の事業者と引き続き連携をして

進めていきたいというふうに考えてございます。 

○棚井裕一委員長 川口豊委員。 

○川口 豊委員 ８款土木費２目道路維持費の

委託料についてお伺いします。 

 除雪対策費を２，０２７万円増額というよう

なことでありますが、ことしは記録的な暖冬、

そして雪不足ということで、ほとんど除雪は出

ていないというふうな状況であると思います。

先ほどの説明で今後に備えてという話もありま

したけれども、これは除雪業者に対する補償料

等々についての増額なのか、あるいはこれから

雪が降るというふうに見込んでの増額なのか、

お答えをいただきたいと思います。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 委託料、この部分につき

ましては、現在、当然この間少雪というふうな

状況でございますけれども、補正の考え方とい

たしましては、いわゆる待機補償というふうな

考え方でございます。出動がない場合、それか

ら当然稼働が少ないような状況でございますの

で、除雪業者のいわゆるオペレーターの確保、

それから維持管理費、そういったところに要す

る費用というふうなことで待機補償というふう

な額を見込んでございます。これにつきまして、

それが１点、８，５００万円ほど待機補償費を

見込んでございます。 

 さらに、いわゆる除雪組合に観測業務等をや

っていただいておるんですけれども、そういっ

た経費が２００万円弱ほどございます。そうい

った額をトータルしますと、今の予算９，５３

０万円にほぼ近い数字になっているというふう

な状況がございます。 

 一方で、おっしゃったような山間部の除雪に

つきまして、この間１３回ほど出ている状況も

ございます。今後の山間部の降雪につきまして、

１カ月ほどにはなるんですけれども、自然現象

というようなところもございますので、補償費

を見込んだ上での山間部の除雪費を補正で計上

させていただいたというふうなところでござい

ます。 

○棚井裕一委員長 川口豊委員。 

○川口 豊委員 わかりました。こういう異常

気象なものですから、このまま降らなければい

いのでしょうけれども、異常なのでこれからま

だまだ降ることも考えられますので、それも含

んだ形での補正というような形でよろしいので

しょうか。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 委員おっしゃったとおり、

今後の山間部の除雪、おおむね数回ほど見込ん

だ金額というふうなところでございます。 

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、９款消防費、１０款教育費についての

質疑、発言を許します。尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 １０款教育費、蔵王坊平ア
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スリートヴィレッジ費というようなことです。

こちらのほうの振興費が７０万円ほど追加とい

うことですけれども、こちらのほう増加の要因

というようなことで、新しく新たな団体、学校、

大学ほかにあるのかどうか、今現状をお示しく

ださい。 

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 新たな団体も多

数ありますけれども、今回の部分につきまして

は、前年度の実績に基づいて予算化した部分よ

りふえているということで、足りなくなるとい

うことで補正させていただいているということ

でございます。 

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 今お答えいただきましたけ

れども、新たな団体ふえているという状況、大

変、我が蔵王坊平アスリートヴィレッジにおけ

る宿泊の補助金が増額されていると思うのです

けれども、そちらのほうの団体で新しくなった

ものに対して私ちょっと存じ上げませんので、

そこら辺もお示しください。 

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 本当に新規とい

うことではございませんけれども、以前来てい

て令和元年度来たとかそういった部分もありま

すけれども、本当の新規ということであれば、

大学等であれば城西大学ですとか、そういった

部分については新規という形になると思います。 

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 今までの、市長もでしょう

けれども、スポーツ振興課の努力が実って、前

回、拓殖大学の何か空手部というようなことも

聞こえてきましたので、そちらのほうが再度こ

の補助金というようなことだったと思うのです

けれども、人数制限もないというようなことで

ありますので、そういったことを活用できて、

上山の振興に寄与していただくというのは大変

結構だと思うので、これからのスケジュール等

もありましたらば、そういったところに回ると

いうか、ＰＲに行くというようなことがあれば

お示しください。 

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 拓殖大というこ

とでございましたけれども、そちらも含めて、

ことしについては既に下のほうで今回実施して

おります。拓殖大というのは平成３０年度の上

のほうの部分になりますけれども、令和元年度

については下のほうで合宿。宿泊については上

のほうになりますけれども、まず拓殖大につい

てはそのように令和元年度についても対応にな

るという形で終わっております。 

 セールスにつきましては、上山市と、坊平に

ついては平地がないということで福島の北塩原

と合同で、そういった大学や実業団に対しての

合同のセールス、そういったものも行っており

ます。それだけでなく、いろいろな広報、ＰＲ

等については引き続き実施してまいります。 

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、１１款災害復旧費、１２款公債費につ

いての質疑、発言を許します。髙橋要市委員。 

○髙橋要市委員 １１款災害復旧費なんですが、

１，０００万円要するに余ったということで戻

されるわけでありますけれども、昨今の災害、

異常な気象により災害がこれからも多発してい

くというようなことも踏まえて、恐らく年度年

度である程度のまとまった、固まった金額の設

定とされているかと思うのですが、今後そこの

ところを例えば増額していくとか、そのような
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お考えなどがお持ちなのかどうかお示しいただ

きたいのですが、よろしくお願いいたします。 

○棚井裕一委員長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 災害復旧事業につきまし

ては、毎年定額といいますか、１，５００万円

ほど工事請負費を見させていただいております。

災害そのものの考え方につきましては、被災し

て復旧をしていくというふうなところでござい

まして、令和元年度につきましては台風１９号

等の大きなところはございますけれども、この

公共災害に採択をする規模の工事がなかったと

いうことで令和元年度も減額をしているところ

でございますけれども、一つの今後の考え方に

ついても、引き続き、今申し上げたような考え

方で順繰り対応していければなというふうに思

います。 

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、１３款諸支出金についての質疑、発言

を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、歳出についての質疑を打ち切ります。 

 次に、歳入並びに繰越明許費及び地方債につ

いての質疑、発言を許します。守岡等委員。 

○守岡 等委員 １９款の繰入金に関して、１

６ページなんですけれども、財政調整基金繰入

金として減額の補正をしているわけですが、こ

の理解として、本来６億円ほど繰り入れる予定

だったのが、東電の賠償なんかもあってこの２

億円で済んだという、こうした理解でよろしい

のでしょうか。 

○棚井裕一委員長 財政課長。 

○平吹義浩財政課長 東電の賠償金も含めて、

あるいは交付税、あるいは税収の増そういった

もの、もろもろ含めてのこういった補正でござ

います。 

○棚井裕一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 それで、私この間ずっと財政

の厳しさというのを指摘してきて、いわゆる財

政調整基金についても今１０億円程度ですか、

これが少ないのではないかというこういうこと

を指摘する学者なんかもいるわけですけれども、

１５４億円の財政規模の会計の中で、望まれる

基金というのはどれぐらいと想定していますか。 

○棚井裕一委員長 財政課長。 

○平吹義浩財政課長 望まれる、これは多けれ

ば多いほどいいのだろうなというふうに思って

おります。今現在１２億円ほどございますけれ

ども、その額からすればもう少しあればいいな

という財政担当者としての考え方はございます。 

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 私も財政課長にお伺いをいた

します。 

 まず１つは市税のたばこ税でありますが、先

ほどの説明では加熱式たばこの愛煙者がふえた

からみたいな、それで下がったというような説

明だったやに思うのですが、それでは従来の紙

巻きたばこのいわゆる禁煙運動の効果ではなく

て加熱式なのかという、そこのところですね、

減額の要因。 

 それから、続けてもう一つ、あと返還金の繰

り延べですね、バイオマス発電所の。これにつ

いて、今とまっていますが、説明会などもして、

ことしじゅうには再稼働したいというのが業者

側の意向のようでありますけれども、繰り延べ

というのはいつまでこういう措置ができるのか

お伺いします。 

○棚井裕一委員長 財政課長。 
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○平吹義浩財政課長 バイオマスについて先に

お答えいたしたいと思います。２０２０年３月

３１日が初めての元金償還でありました。６億

２，１００万円を融資しているわけですけれど

も、１年据え置きで最初の元金償還到来という

ことでございましたけれども、関係者との協議

によりまして２年間先送りするというようなこ

とで、結果的には３年間据え置きというふうに

なります。そこまで合意したということでござ

いまして、今現在そういうことでございます。 

 繰り延べについては、上山市が特別なことを

やったわけではなくて、要は一番最初に６億２，

１００万円融資したときに、繰り延べ期間とい

うのは最長５年まで選べたんです。その範囲の

中で今回変更したということで、据置期間を３

年間というのはもともと選べた選択肢の一つで

あったものですから、これを上山市としては認

めたというようなことでございます。 

○棚井裕一委員長 税務課長。 

○前田豊孝税務課長 たばこ税についてお答え

いたします。 

 先ほど財政課長の説明の中で、税率の低い加

熱式たばこの普及という理由でございましたが、

それに加えまして昨年１０月の消費税アップの

部分で、実は年度の推移を見ますと１０月に結

構がくんと落ち込んで、売り上げというか本数

が落ち込んでいると。その後、若干回復はして

おりますけれども、税率で普通のたばこは上が

ったのと、旧３級品でないたばこの税率が上が

ってきたことによって売り上げがかなり落ちて

きているというのがございまして、私どもも想

定外に予定したよりもたばこ税の収入が見込め

ない状況であるということで、今回減額補正と

させていただいたところでございます。 

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 たばこについて伺いますが、

そうしますと本数が減ったのはわかるんですけ

れども、喫煙者そのものの変動というか、減っ

たとかということまでは言い切れない現状です

かね。 

○棚井裕一委員長 税務課長。 

○前田豊孝税務課長 喫煙者数の統計データま

では持っておりませんけれども、ただ、本数的

には前年度対比で１割ぐらい落ちておりますの

で、喫煙者数も減少している傾向ではないのか

なというふうには想定しております。 

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第２号議案に対する質疑を終結い

たします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第２号令和元年度上山市一般会計補正予算

（第７号）は、原案のとおり可決すべきものと

決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第２号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午後 ２時０７分 休 憩 

                  

    午後 ２時１７分 開 議 

○棚井裕一委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
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 議第３号 令和元年度上山市国民健 

      康保険特別会計補正予算 

      （第２号） 

 

○棚井裕一委員長 次に、議第３号令和元年度

上山市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕 

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、議

第３号令和元年度上山市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）について御説明申し上げま

す。 

 補正予算書の２７ページをお開き願います。 

 令和元年度上山市の国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる

ものであります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ８，２００万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

３５億７，４００万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算補正の説明でござ

いますが、重複説明を避けるため、事項別明細

書により御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、３６ページ、

３７ページをお開き願います。 

 ６款基金積立金１項１目基金積立金に７，２

４０万８，０００円を追加し、補正後の額を７，

３９０万８，０００円とするものでありますが、

決算見込みにより国民健康保険基金積立金を積

み立てるため増額するものであります。 

 ８款諸支出金１項３目国庫支出金等返還金に

９５９万２，０００円を追加し、補正後の額を

９６９万２，０００円とするものでありますが、

過年度の国庫支出金の療養給付費負担金及び県

支出金の普通交付金の精算により、超過額を返

還するため増額するものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 ３４ページ、３５ページをお開き願います。 

 ６款繰入金２項１目基金繰入金は４，０１９

万８，０００円の皆減でありますが、決算見込

みにより減額するものであります。 

 ７款繰越金１項１目繰越金に１億１，８４６

万１，０００円を追加し、補正後の額を１億１，

９４６万１，０００円とするものでありますが、

前年度繰越金を増額するものであります。 

 ８款諸収入３項５目雑入に３７３万７，００

０円を追加し、補正後の額を７２４万６，００

０円とするものでありますが、過年度の普通交

付金余剰金分を増額するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第３号令和元年度上山市国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決

すべきものと決することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第３号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 
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 議第４号 令和元年度上山市公共下 

      水道事業特別会計補正予 

      算（第１号） 

 

○棚井裕一委員長 次に、議第４号令和元年度

上山市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第４号令和元年度上山市公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）について御説明申し上げ

ますので、補正予算書の３８ページをお開き願

います。 

 令和元年度上山市の公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

るものであります。 

 元号の表示、第１条、「平成３１年度上山市

公共下水道事業特別会計予算」の名称を「令和

元年度上山市公共下水道事業特別会計予算」と

するものであります。 

 第２項、予算書における年度表記については、

「平成３１年度」を「令和元年度」と読み替え

るものとし、「平成３２年度」以降も同様とす

るものであります。 

 繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第１表繰越明許費」

によるものであります。 

 次に、第１表繰越明許費について御説明申し

上げますので、３９ページをお開き願います。 

 第１表繰越明許費１款公共下水道費１項公共

下水道費、公共下水道事業費（補助）７，６２

０万円は、浄水センター自家発電更新工事で、

委託協定先である日本下水道事業団が実施した

入札において、入札不調となり、再入札の手続

等に時間を要したため、年度内工事の完成が困

難となったことなどから、繰越明許費を設定し、

産業団地整備事業特別会計繰出金２，０００万

円は、繰出金を充当するボックスカルバート等

入替工事において、年度内の完成が困難となっ

たことから、繰越明許費を設定するものであり

ます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、元号の表示及び繰越明許費を一括し

て行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４号令和元年度上山市公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可

決すべきものと決することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 



－１４２－ 
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 議第５号 令和元年度上山市介護保 

      険特別会計補正予算（第 

      ３号） 

 

○棚井裕一委員長 次に、議第５号令和元年度

上山市介護保険特別会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕 

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、議

第５号令和元年度上山市介護保険特別会計補正

予算（第３号）について御説明申し上げます。 

 補正予算書の４０ページをお開き願います。 

 令和元年度上山市の介護保険特別会計補正予

算（第３号）は、次に定めるところによるもの

であります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ９，５００万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４０億７，９００万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算補正の説明でござ

いますが、重複説明を避けるため、事項別明細

書により御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、５１ページ、

５２ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費は補正額ゼロ

円でありますが、システム改修に伴う国庫補助

金が措置されたことに伴い財源更正を行うもの

であります。 

 ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給

付費から８，４３４万６，０００円を減額し、

補正後の額を１３億４，７６２万２，０００円

とするものでありますが、通所介護、訪問介護

などの給付費の実績見込みにより減額するもの

であります。 

 ５目施設介護サービス給付費から８，００５

万４，０００円を減額し、補正後の額を１１億

５，９３１万４，０００円とするものでありま

すが、介護老人保健施設サービスなどの給付費

の実績見込みにより減額するものであります。 

 ９目居宅介護サービス計画給付費から１，３

１４万９，０００円を減額し、補正後の額を１

億６，９２５万５，０００円とするものであり

ますが、計画作成の給付費の実績見込みにより

減額するものであります。 

 ２項１目介護予防サービス給付費に１，３２

４万６，０００円を追加し、補正後の額を５，

７００万円とするものでありますが、介護予防

通所リハビリテーションなどの給付費の実績見

込みにより増額するものであります。 

 ３目地域密着型介護予防サービス給付費に２

９４万７，０００円を追加し、補正後の額を１，

５００万円とするものでありますが、給付費の

実績見込みにより増額するものであります。 

 ７目介護予防サービス計画給付費に３１４万

４，０００円を追加し、補正後の額を１，２０

０万円とするものでありますが、計画作成の給

付費の実績見込みにより増額するものでありま

す。 

 ４項１目高額介護サービス費に６５２万８，

０００円を追加し、補正後の額を６，９００万

円とするものでありますが、サービス費の実績

見込みにより増額するものであります。 

 ６項１目市町村特別給付費は補正額ゼロ円で
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ありますが、保険者機能強化推進交付金が措置

されたことに伴い財源更正を行うものでありま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 ７項１目特定入所者介護サービス費に５０６

万９，０００円を追加し、補正後の額を１億５，

９００万円とするものでありますが、サービス

費の実績見込みにより増額するものであります。 

 ３款基金積立金１項１目介護給付費準備基金

積立金に４，９５１万５，０００円を追加し、

補正後の額を５，００１万５，０００円とする

ものでありますが、決算見込みにより介護給付

費準備基金積立金を積み立てるため増額するも

のであります。 

 ４款地域支援事業費１項１目介護予防・生活

支援サービス事業費（１号訪問・通所・生活支

援）に２００万円を追加し、補正後の額を７，

３３１万７，０００円とするものでありますが、

サービス費の実績見込みにより増額するもので

あります。 

 ６款諸支出金１項３目償還金に１０万円を追

加し、補正後の額を４，８１１万円とするもの

でありますが、過年度分の交付金の精算により

返還するため増額するものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。４

７ページ、４８ページをお開き願います。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金か

ら３，２７０万６，０００円を減額し、補正後

の額を６億７，４４４万９，０００円とするも

のでありますが、保険給付費の実績見込み額に

国の負担割合を乗じた額を減額するものであり

ます。 

 ２項１目調整交付金から９６７万３，０００

円を減額し、補正後の額を２億５，４０８万円

とするものでありますが、保険給付費の実績見

込み額に国の負担割合を乗じた額を減額するも

のであります。 

 ２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援総合事業）に５０万円を追加し、補正後

の額を２，６２６万３，０００円とするもので

ありますが、介護予防・日常生活支援総合事業

の実績見込み額に国の負担割合を乗じた額を増

額するものであります。 

 ４目介護保険事業費補助金は８９万６，００

０円の皆増でありますが、介護保険システム改

修に対する補助金を措置するものであります。 

 ５目保険者機能強化推進交付金は３３３万６，

０００円の皆増でありますが、自立支援重度化

防止の取り組みに対する交付金を措置するもの

であります。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付

金から３，９５８万６，０００円を減額し、補

正後の額を１０億７４７万７，０００円とする

ものでありますが、保険給付費の実績見込み額

に２号被保険者の負担割合を乗じた額を減額す

るものであります。 

 ２目地域支援事業支援交付金に５４万円を追

加し、補正後の額を２，８５０万５，０００円

とするものでありますが、介護予防・日常生活

支援総合事業の実績見込み額に第２号被保険者

の負担割合を乗じた額を増額するものでありま

す。 

 ５款県支出金１項１目介護給付費負担金から

１，４９４万５，０００円を減額し、補正後の

額を５億３，８２５万３，０００円とするもの

でありますが、保険給付費の実績見込み額に県

の負担割合を乗じた額を減額するものでありま

す。 

 ２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業）に２５万円を追加し、補
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正後の額を１，３１３万１，０００円とするも

のでありますが、介護予防・日常生活支援総合

事業の実績見込み額に県の負担割合を乗じた額

を増額するものであります。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金から１，

７６４万９，０００円を減額し、補正後の額を

４億６，８４０万２，０００円とするものであ

りますが、保険給付費の実績見込み額に市の負

担割合を乗じた額を減額するものであります。 

 ２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生

活支援総合事業）に２５万円を追加し、補正後

の額を１，３１３万１，０００円とするもので

ありますが、介護予防・日常生活支援総合事業

の実績見込み額に市の負担割合を乗じた額を増

額するものであります。 

 ５目その他の一般会計繰入金から８９万６，

０００円を減額し、補正後の額を８，４６４万

円とするものでありますが、介護保険システム

改修に対する国庫補助金が措置されたことに伴

い、事務費繰入金を減額するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ２項１目介護給付費準備基金繰入金は５，５

５９万６，０００円の皆減でありますが、決算

見込みにより減額するものであります。 

 ８款繰越金１項１目繰越金に７，０２７万９，

０００円を追加し、補正後の額を１億１，８１

４万８，０００円とするものでありますが、前

年度繰越金を増額するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。守岡等委員。 

○守岡 等委員 ５１ページの保険給付費なん

ですけれども、この実績が非常に減っていると

いうことで、その要因は何かということをまず

お尋ねしたいと思います。 

○棚井裕一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 介護サービス等諸費

につきましては減額になっておりますが、予算

と比較して減額ではございますが、前年度対比

で増額ということで、決して需要等、利用が減

っているということではございません。前年度

より増加しております。 

○棚井裕一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 それで、保険者機能に応じた

交付金がありますけれども、これとその保険給

付費の減と相関するところがあるのかどうかお

尋ねします。 

○棚井裕一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 国の補助金の保険者

機能交付金との関係と思いますが、保険者機能

強化推進交付金につきましては、例えば要介護

者の場づくりであったり、そういう重症化予防

の取り組みを行うことを点数化して交付金が来

る仕組みになっております。ですので、この保

険者機能強化の取り組みが進めば介護予防には

つながるものと思っております。 

○棚井裕一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 その交付金の基準が、要介護

度が改善したとかそういうことであって、あく

までも給付が減ったからとかという、そういう

わけではないということを確認したかったので、

そういう理解でいいですね。 

○棚井裕一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 要介護者の改善度に

応じて点数というものもございます。交付金の

算定の一つの要因には、委員がおっしゃる改善

度というものは入っております。 

 給付が減ることで保険者機能交付金、こちら
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がふえるというものではございません。 

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５号令和元年度上山市介護保険特別会計

補正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべ

きものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

 議第６号 令和元年度上山市産業団 

      地整備事業特別会計補正 

      予算（第１号） 

 

○棚井裕一委員長 次に、議第６号令和元年度

上山市産業団地整備事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。商工課長。 

〔鈴木英夫商工課長 登壇〕 

○鈴木英夫商工課長 命によりまして、議第６

号令和元年度上山市産業団地整備事業特別会計

補正予算（第１号）について御説明申し上げま

すので、補正予算書の５５ページをお開き願い

ます。 

 令和元年度上山市の産業団地整備事業特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よるものであります。 

 元号の表示、第１条、「平成３１年度上山市

産業団地整備事業特別会計予算」の名称を「令

和元年度上山市産業団地整備事業特別会計予

算」とするものであります。 

 歳入歳出予算の補正、第２条、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ３，３００万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４億３，７００万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 繰越明許費、第３条、地方自治法第２１３条

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表繰越明許費」

によるものであります。 

 地方債の補正、第４条、地方債の変更は、

「第３表地方債補正」によるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算補正の説明であり

ますが、重複説明を避けるため、事項別明細書

で御説明申し上げます。 

 最初に、歳出から申し上げますので、６５ペ

ージ、６６ページをお開き願います。 

 １款１項１目産業団地整備事業費は３，３０

０万円を減額し、補正後の額を４億２，９２５

万円とするものでありますが、工事請負費にお

きましては、当初予定していた団地南側約３．

１ヘクタールの造成工事について、令和２年度

において、周辺道路等の整備工事が一定程度進

んだ後に施工したほうが効率的なことから減額

し、公有財産購入費におきましては、所要見込

み額の確定により減額するものであります。 

 負担金補助及び交付金におきましては、農業

用排水設備移設工事に係る負担金で、土地改良

区所有の通信線及び支柱の移転等の必要が生じ
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たことから、設計を変更するため増額し、補償

補塡及び賠償金におきましては、東北電力柱の

移設について、ボックスカルバート等入替工事

の完了に合わせて繰り越す必要があり、令和２

年度の移転補償金の増に伴い増額するものであ

ります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前に戻りまして６３ページ、６４ページをお開

き願います。 

 １款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰

入金は２，７３０万円を減額し、補正後の額を

１，０００万円とするものでありますが、ボッ

クスカルバート等入替工事における道路工事分

に充てる繰入金について、国庫補助金を活用し

て一般会計で予算を措置するため所要額を減額

するものであります。 

 ２款１項市債１目産業団地整備事業債は５７

０万円を減額し、補正後の額を３億９，５３０

万円とするものでありますが、用地取得費や造

成工事費等、起債対象経費の実績見込みに合わ

せ減額するものであります。 

 次に、第２表繰越明許費について御説明申し

上げますので、前に戻りまして５８ページをお

開き願います。 

 第２表繰越明許費、１款産業団地整備事業費

１項産業団地整備事業費、事業名は産業団地整

備事業費で、金額は７，４６３万８，０００円

でありますが、ボックスカルバート等入替工事

において、年度内の工事完成が困難であること

から繰越明許費を設定するものであります。 

 最後に、第３表地方債補正の変更について御

説明申し上げます。 

 起債の目的は産業団地整備事業であり、事業

費の確定等に伴い、補正前の限度額４億１００

万円から５７０万円を減額し、補正後の限度額

を３億９，５３０万円とするものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、元号の表示、歳入歳出、繰越明許費

及び地方債を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第６号令和元年度上山市産業団地整備事業

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決すべきものと決することに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第６号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

散  会 

 

○棚井裕一委員長 以上で、当委員会に付託さ

れました議案のうち、令和元年度の補正予算５

件についての審査が終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員長報告の取りまとめは正副委員長に御一

任願いたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。 



－１４７－ 

 よって、委員長報告の取りまとめは正副委員

長に一任することに決しました。 

 本日はこれにて予算特別委員会を散会いたし

ます。 

 次の予算特別委員会は３月６日に開催いたし

ます。 

 御苦労さまでした。 

    午後 ２時４８分 散 会 



－１４８－ 

 


